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平成 １８ 年１２ 月期   個別中間財務諸表の概要 平成18年8月25日 

上 場 会 社 名            山水電気株式会社 上場取引所     東証・大証市場第１部 

コ ー ド 番 号      ６７９３ 本社所在都道府県  東京都 

（ＵＲＬ http://www.sansui-jpn.co.jp） 

代 表 者   役職名 代表取締役社長 氏名 中道 武 

問合せ先責任者   役職名 財務経理部長  氏名 宮本 比都美  ＴＥＬ (03)6418－0901 

決算取締役会開催日 平成18年8月25日 配当支払開始日     平成－年－月－日 

単元株制度採用の有無  有（１単元 1000株） 

 

１．18年6月中間期の業績(平成18年１月１日～平成18年６月30日) 

(1)経営成績 

 売上高 営業利益 経常利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円  ％

18年6月中間期 121 55.3 △117 ― 2 △81.6 

17年6月中間期 78 △80.6 △ 81 ― 14 ― 

17年12月期 213 △66.2 △ 196 ― 5 ― 
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

（当期）純利益 
 

 百万円 ％ 円 銭

18年6月中間期 2 △85.3 0 00 

17年6月中間期 13 285.4 0 01 

17年12月期 4 0.4  0 00  

(注)①期中平均株式数 18年6月中間期 1,362,948,777株  17年6月中間期 1,062,954,984株 

17年12月期    1,115,376,673株 

②会計処理の方法の変更  無 

③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 (2) 財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年6月中間期 9,845 9,699 98.5 7 12 

17年6月中間期 9,834 1,907 19.4 1 79 

17年12月期 9,897 9,697 98.0 7 12 

(注)①期末発行済株式数 18年6月中間期 1,362,948,367株  17年6月中間期 1,062,953,496株   

17年12月期    1,362,948,786株 

②期末自己株式数  18年6月中間期 51,632株  17年6月中間期 46,504株  17年12月期 51,213株 

２．18年12月期の業績予想(平成18年1月1日～平成18年12月31日) 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通  期 275 11 10 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  0 円 01銭 

３． 配当状況 

・現金配当 1株当たり配当金(円) 

 中間期末 期末 年間 

17年12月期 0.00 0.00 0.00 

18年12月期（実績） 0.00 ―  

18年12月期（予想） ― 0.00 0.00 

(注)  上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、 

今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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２ 【中間財務諸表等】 
(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成
比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   802,141 1,204,966  666,626

２ 受取手形   459 597  408

３ 売掛金   202,279 13,981  90,436

４ たな卸資産   26,166 25,164  25,705

５ 未収入金   422,557 18,151  562,607

６ その他   13,593 15,814  20,465

７ 貸倒引当金   △607 △30  △788

流動資産合計   1,466,590 14.9 1,278,645 13.0  1,365,761 13.8

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(１) 建物   5,809 7,907  8,384

(２) 工具・器具 
及び備品 

  2,057 2,960  1,369

(３) 車両運搬具   1,689 1,150  3,355

有形固定資産合計   9,556 0.1 12,019 0.1  13,109 0.1

２  無形固定資産   1,220 0.0 1,108 0.0  1,164 0.0

３ 投資その他の資産    

(１) 投資有価証券   230 30  30

(２) 関係会社株式   0 3,000  0

(３) 関係会社出資金   3,000 ―  3,000

(４) 関係会社 
長期貸付金 

  8,277,517 8,277,517  8,277,517

(５) 長期未収入金   ― 240,507  202,754

(６) 破産更生債権   2,912 427  427

(７) 保証金及び敷金   31,528 31,528  31,528

(８) その他   41,539 ―  ―

(９) 貸倒引当金   △2,912 △427  △427

投資その他の 
資産合計 

  8,353,816 84.9 8,552,583 86.9  8,514,830 86.1

固定資産合計   8,364,592 85.0 8,565,710 87.0  8,529,104 86.2

Ⅲ 繰延資産    

１ 社債発行費   3,545 1,181  2,363

繰延資産合計   3,545 0.1 1,181 0.0  2,363 0.0

資産合計   9,834,728 100.0 9,845,537 100.0  9,897,229 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 未払金   93,350 90,706   135,181

２ 未払法人税等  2,902 11,105   22,390

３ 製品保証引当金  360 ―   ―

４ 展示商品販売 
促進費引当金 

 1,584 1,584   1,584

５ その他  12,082 7,223   3,938

流動負債合計  110,279 1.1 110,619 1.1  163,094 1.6

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  7,800,000 ―   ―

２ 長期未払退職金  17,262 15,435   16,651

３ 預り敷金  ― 19,968   19,968

固定負債合計  7,817,262 79.5 35,404 0.4  36,620 0.4

負債合計  7,927,542 80.6 146,023 1.5  199,714 2.0

(資本の部)    

Ⅰ 資本金  1,894,263 19.3 ― ―  5,794,263 58.6

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  ― ―   3,900,000

２ 自己株式処分差益  11 ―   11

資本剰余金合計  11 0.0 ― ―  3,900,011 39.4

Ⅲ 利益剰余金    

１ 中間（当期）未処分利益  13,705 ―   4,222

利益剰余金合計  13,705 0.1 ― ―  4,222 0.0

Ⅳ 自己株式  △793 △0.0 ― ―  △982 △0.0

資本合計  1,907,186 19.4 ― ―  9,697,514 98.0

負債・資本合計  9,834,728 100.0 ― ―  9,897,229 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％) 

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  ― ― 5,794,263 58.8  ― ―

２ 資本剰余金    

(１) 資本準備金  ― 3,900,000   ―

(２) その他資本剰余金  ― 34   ―

資本剰余金合計  ― ― 3,900,034 39.6  ― ―

３ 利益剰余金    

(１) その他利益剰余金     

繰越利益剰余金   ― 6,233   ―

利益剰余金合計   ― ― 6,233 0.1  ― ―

４ 自己株式   ― ― △1,017 △0.0  ― ―

株主資本合計   ― ― 9,699,514 98.5  ― ―

純資産合計  ― ― 9,699,514 98.5  ― ―

負債及び純資産合計  ― ― 9,845,537 100.0  ― ―
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② 【中間損益計算書】 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   78,347 100.0 121,692 100.0  213,097 100.0

Ⅱ 売上原価  73,740 94.1 115,751 95.1  203,323 95.4

売上総利益  4,607 5.9 5,940 4.9  9,774 4.6

Ⅲ 販売費及び 
一般管理費 

※３  86,599 110.5 123,118 101.2  205,952 96.7

営業損失  81,992 △104.6 117,177 △96.3  196,178 △92.1

Ⅳ 営業外収益 ※１  99,888 127.4 121,052 99.5  208,958 98.0

Ⅴ 営業外費用 ※２  3,716 4.7 1,258 1.0  7,347 3.4

経常利益  14,180 18.1 2,615 2.2  5,432 2.5

税引前中間 
(当期)純利益 

 14,180 18.1 2,615 2.2  5,432 2.5

法人税、住民税 
及び事業税 

 475 0.6 605 0.5  1,210 0.5

中間(当期)純利益  13,705 17.5 2,010 1.7  4,222 2.0

前期繰越利益  ― ―  ―

中間(当期)未処
分利益 

 13,705 ―  4,222
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③ 【中間株主資本等変動計算書】 

 

当中間会計期間 (自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

(単位：千円) 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰

余金 

 

資本金 
資本準備金 

その他資本剰

余金 繰越利益 

剰余金 

自己株式 株主資本合計 純資産合計 

平成17年12月31日残高 5,794,263 3,900,000 11 4,222 △982 9,697,514 9,697,514

中間会計期間中の変動

額 
  ― ―

自己株式処分差益  23  23 23

中間純利益  2,010  2,010 2,010

自己株式の取得  △65 △65 △65

自己株式の処分  31 31 31

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額） 

― ― ― ― ― ― ―

中間会計期間中の変動

額合計 
― ― 23 2,010 △34 1,999 1,999

平成18年６月30日残高 5,794,263 3,900,000 34 6,233 △1,017 9,699,514 9,699,514
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

当社は当中間会計期間を含め、継続的

に営業損失を計上しております。当該

状況により、継続企業の前提に関する

重要な疑義が存在しておりますが、当

社は、グランデ・グループの支援のも

とで経営構造改革に取組んでおりま

す。 

当社グループの経営構造改革は、引き

続きグランデ・グループの支援のもと、

売上の増大ならびにコストの削減等に

より、営業収支の改善に努めてまいり

ます。同グループの支援の継続如何は、

当社の財政状態及び事業継続に重大な

影響を及ぼす可能性があります。 

中間財務諸表は継続企業を前提として

作成されており、このような重要な疑

義の影響を中間財務諸表には反映して

おりません。 

同左 当社は当事業年度を含め、継続的に営業

損失を計上しております。当該状況によ

り、継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しておりますが、当社は、グラン

デ・グループの支援のもとで経営構造改

革に取組んでおります。この経営構造改

革は、引き続きグランデ・グループの支

援のもと、売上の増大ならびにコストの

削減等により、営業収支の改善に努めて

まいります。同グループの支援の継続如

何は、当社の財政状態及び事業継続に重

大な影響を及ぼす可能性があります。 

財務諸表は継続企業を前提として作成さ

れており、このような重要な疑義の影響

を財務諸表には反映しておりません。 

 
中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) たな卸資産 

製品 

先入先出法による原価法によ

っております。 

貯蔵品 

移動平均法による原価法によ

っております。 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) たな卸資産 

製品 

同左 

 

貯蔵品 

同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) たな卸資産 

製品 

同左 

 

貯蔵品 

同左 

(2) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

総平均法による原価法によっ

ております。 

その他有価証券 

時価のないもの 

総平均法による原価法によ

っております。 

(2) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 

その他有価証券 

時価のないもの 

同左 

 

(2) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 

その他有価証券 

時価のないもの 

同左 
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前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

…定率法 

なお、主な耐用年数は次の通り

であります。 

 建物     10年～38年 

工具・器具 
及び備品 

2年～6年 

車両運搬具 6年 
 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

(2) 無形固定資産 

…定額法 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

３ 繰延資産の処理方法 

社債発行費 

：社債発行期間（3年）に亘り均等

償却しております。 

３ 繰延資産の処理方法 

社債発行費 

同左 

 

３ 繰延資産の処理方法 

社債発行費 

同左 

 

４ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、中間決算日

の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。 

４ 重要な外貨建の資産又は負債の本

邦通貨への換算の基準 

同左 

４ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しておりま

す。 

５ 引当金の計上基準 

貸倒引当金 

：債権の貸倒損失に備えるため、過

去の貸倒発生率及び個別的な債

権の貸倒見積額に基づいた金額

を計上しております。 

５ 引当金の計上基準 

貸倒引当金 

   同左 

５ 引当金の計上基準 

貸倒引当金 

同左 

製品保証引当金 

：無償アフターサービス費に充てる

ため売上高に対応した製品保証

費を過去の実績に基づいて見積

り計上しております。 

製品保証等引当金 

――――― 

製品保証等引当金 

――――― 

展示商品販売促進費引当金 

：過去に小売店に販売した製品のう

ち、小売店内に展示してあるもの

の販売を促進するために、一定金

額の事後値引の実施に伴い発生

する諸費用に備えるため、その見

積額を引当計上しております。 

展示商品販売促進費引当金 

同左 

展示商品販売促進費引当金 

同左 
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前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

６ 外形標準課税 

「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第9号）が平成15

年3月31日に公布され、平成16年4月

1日以降に開始する事業年度より外

形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間会計期間から「法人

事業税における外形標準課税部分

の損益計算書上の表示についての

実務上の取扱い」（平成16年2月13

日企業会計基準委員会 実務対応

報告第12号）に従い、法人事業税の

付加価値割及び資本割については、

販売費及び一般管理費に計上して

おります。 

この結果、販売費及び一般管理費

は2,427千円増加し、営業損失は同

額増加、経常利益及び税引前中間純

利益は、同額減少しております。 

６ 外形標準課税 

――――― 

６ 外形標準課税 

「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第9号）が平成15

年3月31日に公布され、平成16年4月

1日以降に開始する事業年度より外

形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当事業年度から「法人事業

税における外形標準課税部分の損

益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」（平成16年2月13日企

業会計基準委員会 実務対応報告

第12号）に従い、法人事業税の付加

価値割及び資本割については、販売

費及び一般管理費に計上しており

ます。 

この結果、販売費及び一般管理費

は21,180千円増加し、営業損失は同

額増加、経常利益及び税引前当期純

利益は、同額減少しております。 

７ その他中間財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

消費税等の会計処理方法は、税抜方

式によっております。 

７ その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

同左 

７ その他財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

――――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

当中間会計期間から「固定資産の減損

に係る会計基準」（「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会 平成14年８月９

日））及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」（企業会計基準委員会

平成15年10月31日 企業会計基準適用

指針第６号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はあり

ません。 

――――― 

――――― (貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準) 

当中間会計期間から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準第５号）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準適用指

針第８号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はあり

ません。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は9,699,514千円でありま

す。 

中間財務諸表等規則の改正により、当

会計期間における中間貸借対照表の純

資産の部については、改正後の中間財務

諸表規則により作成しております。 

 

――――― 

――――― (株主資本等変動計算書に関する会計基

準等) 

当中間会計期間から「株主資本等変動

計算書に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業会

計基準第６号）及び「株主資本等変動計

算書に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月27日

企業会計基準適用指針第９号）を適用し

ております。 

中間財務諸表等規則の改正により、当

中間会計期間から「中間株主資本等変動

計算書」を作成しております。 

――――― 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

摘要 
前中間会計期間末 
(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年６月30日) 

前事業年度末 
(平成17年12月31日) 

※１ 有形固定資産の減

価償却累計額 
19,496千円 21,730千円 20,640千円

 

(中間損益計算書関係) 

 

摘要 
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日)

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

※１ 営業外収益のうち、 

受取利息及び 
配当金 

97,355千円 99,562千円 197,120千円

為替差益 ― 12,995千円 ― 

※２ 営業外費用のうち、 

為替差損 2,508千円 ― 4,622千円

社債発行費償却 1,181千円 1,181千円 2,363千円

※３ 減価償却実施額 

有形固定資産 940千円 1,050千円 2,084千円

 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末 

普通株式（株） 51,213 2,055 1,636 51,632 

（変動事由の概要） 

増加は単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

(リース取引関係) 

該当事項はありません。 

 

(有価証券関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは

ありません。 

 

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 
 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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 (2) 【その他】 

該当事項はありません。 

 

 


